
休日急患診療所
※予約不要。健康保険証が必要です。

小児科

歯科

内科・
小児科

▶受付時間：①平日20：00～22：30、土・日曜・祝休日18：00～
21：30②③土曜18：00～21：30、日曜・祝休日10：00～11：30・
13：00～16：30（③は14：00まで）・18：00～21：30④日曜・祝休
日10：00～11：30・13：00～16：30

①練馬区夜間救急こどもクリニック（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
②練馬休日急患診療所（区役所東庁舎2階）☎3994-2238
③石神井休日急患診療所（石神井庁舎地下1階）☎3996-3404
④練馬歯科休日急患診療所（区役所東庁舎3階）☎3993-9956

問合せ・
ご意見の
送付先

〒176-8501区役所内情報公開課☎5984-4513 FAX 3557-3721
※持参の場合は区民情報ひろば（西庁舎10階）へ。

　来年４月から個人情報保護法が区にも直接適用されます。施行に当
たり必要な事項を規定した条例の骨子案がまとまりましたので、区民
の皆さまからご意見を伺います。
　骨子案の全文は、区民事務所（練馬を除く）や図書館（南大泉図書館分
室を除く）、区民情報ひろば、区ホームページでご覧になれます。
　ご意見は、区民意見反映制度により募集します。①意見②住所③氏
名④電話番号を、10月11日（必着）までに持参または郵送、ファクス、
区ホームページ「電子申請」でお寄せください。　※ご意見は、匿名で
公表する場合があります。

（仮称）練馬区個人情報保護法施行条例（骨子案）
にご意見を

　住み慣れた自宅で医療と介護を行う在宅療養について学びます。
▶日時：10月30日㈰午後2時～4時▶講師：城西在宅クリニック・練馬院
長／川原林伸昭ほか▶申込期限：10月7日㈮

何ができるの？在宅医療！
～家族のために知りたい在宅医療のこと

在宅療養
講演会

場所など 定員（先着順） 申込
ココネリ3階で開催 110名 電話で地域医療課☎5984-4673

Zoomで視聴 80名 右の二次元バーコードから
申し込んでください

南田中図書館で上映 25名 電話で同所☎5393-2411

〈講演会の内容を後日上映します〉
▶申込：10月7日㈮までに電話で各図書館へ
場所(図書館)・申込先 日時 定員(先着順)
小　竹☎5995-1121   12/3㈯ 9:30～11:30 15名
平和台☎3931-9581 12/10㈯ 14:00～16:00 20名
貫　井☎3577-1831 12/18㈰ ①10:00～12:00②14:00～16:00 各30名
南大泉☎5387-3600 12/18㈰ 13:00～15:00 15名

お知らせ
福祉・障害のある方
避難行動要支援者名簿の
お知らせを10月3日㈪に発送
　「避難行動要支援者名簿」は災害
時、自力避難が難しいと思われる方
をあらかじめ登録するものです。新
たに対象となる方へ、お知らせを発
送します。同封の案内をご覧の上、
返送してください。▶対象：次の①
～③のいずれかに当てはまる方　①
要介護3以上の認定を受けた②身体
障害者手帳1・2級を持っている③愛
の手帳を持っている　※上記以外の
方で、名簿への登録を希望する方は、
お問い合わせください。▶問合せ：
福祉部管理課庶務係☎5984-2706
FAX 5984-1214

住まい・まちづくり
北町六丁目公園の都市計画
案・小竹町公園の都市計画
変更案がご覧になれます
　意見のある方は意見書を提出でき
ます。▶縦覧・意見書提出の期間：
10月5日㈬まで▶縦覧・意見書提出
の場所：都市計画課（区役所本庁舎
16階）　※区ホームページでもご覧
になれます。▶問合せ：道路公園課
公園係☎5984-1365

働く
看護職員フェア
～就職相談会

　看護師・看護助手などとして就職
を希望する方を対象に、区内の病院
や有床診療所のスタッフが相談を受
け付けます。▶日時：10月15日㈯午
前11時～午後3時▶場所：区役所ア
トリウム▶申込：当日会場へ▶問合
せ：医療連携担当係☎5984-4673

人生半ばの女性応援講座
「私を活

い

かす就活作戦！」
▶対象：40～60代の女性▶日時：10
月19日㈬・26日㈬午前10時～正午
【2日制】▶場所：男女共同参画セン
ターえーる▶講師：1級キャリアコ
ンサルティング技能士／井上訓子
▶定員：20名（先着順）▶申込：電話ま

たはファクス、電子メールで①講座
名②氏名（ふりがな）③電話番号を、
同所☎3996-9007 FAX 3996-9010
Eメール oubo@nerima-yell.com　
※保育室（6カ月以上の未就学児対
象。定員6名）を利用したい方は、お
子さんの氏名（ふりがな）・年齢も、
手話通訳を希望する方はその旨も、
10月4日㈫までにお知らせください。

事業者向け
ビジネス講座
「仲間と一緒に実現する小さ
な会社の大きなビジョン」
▶対象：経営者、創業を考えている方
▶日時：10月18日㈫午後7時～9時
▶講師：㈱しまや出版代表取締役／
小早川真樹▶費用：500円▶申込：
10月11日㈫までに練馬ビジネス
サポートセンターホームページ
（https://www.nerima-idc.or.jp/
bsc/）から申し込んでください　※
1は電話でも申し込めます。▶問
合せ：練馬ビジネスサポートセンター
☎6757-2020
1ココネリ3階で開催
▶定員：30名(先着順)
2Zoomで開催
▶定員：30名(先着順)

税・国民健康保険
10月8日㈯に
臨時納付相談窓口を開設
～未納がある方は納付相談を

　失業や新型コロナの影響による収
入減などで納期限内に特別区民税・
都民税（住民税）、国民健康保険料な
どの納付が困難な方を対象に、分割
納付などの支払いに関する相談を受
け付けます。　※納付の相談のみ。　
※電話相談も可。▶日時：10月8日
㈯午前9時～午後4時▶申込：当日会
場へ
〈相談がなく未納の場合には、収納
対策として次の対応をします〉
① 法令に基づき督促状を送付します。
② 文書・電話・訪問により、納付の
案内をします。
③ 督促状を送付後、一定期間を過ぎ
ても納付がない場合、法令に基づ
き財産調査・滞納処分を行いま
す。
◎場所・問合せ：収納課納付相談係
（区役所本庁舎4階）☎5984-4547

子ども・教育
10月の「赤ちゃんからの飲む
食べる相談」
　少人数のグループで、乳幼児のい
る家庭の食事について相談できま
す。▶対象：0～3歳児▶申込：電話
で各保健相談所へ
場所（保健相談所）・

申込先
日時

（いずれも40分程度）
定員

（先着順）

豊　玉
☎3992-1188

14㈮
①9:30 ②10:30
24㈪
①13:30 ②14:30

36組

　北
☎3931-1347

25㈫
①9:30 ②10:30 32組

光が丘
☎5997-7722

28㈮
①9:30 ②10:30 32組

石神井
☎3996-0634

5㈬
①9:30 ②10:30
18㈫
①14:00 ②15:00

36組

大　泉
☎3921-0217

27㈭
①9:30 ②10:30 24組

　関
☎3929-5381

21㈮
①9:45 ②10:50 24組

10月の1歳児子育て相談・
1歳からの食事講習会
▶対象：おおむね10カ月～1歳4カ
月児▶内容：歯磨き・育児・食事相
談▶持ち物：母子健康手帳▶申込：電
話で各保健相談所へ　※参加者には
歯ブラシを差し上げます。
場所（保健相談所）・

申込先 日程 定員
（先着順）

豊　玉☎3992-1188 27㈭ 30名
北 ☎3931-1347 26㈬ 18名
光が丘☎5997-7722 12㈬ 18名
石神井☎3996-0634 12㈬ 30名
大　泉☎3921-0217 19㈬ 18名
関 ☎3929-5381 27㈭ 18名

※時間はいずれも9:00～11:00。

講演会「イヤイヤ期と仲良く
付き合うには」
▶対象：1歳6カ月～3歳児の保護者
▶日時：10月29日㈯午前10時～正
午▶場所：サンライフ練馬▶講師：公

認心理師／永瀬春美▶定員：30名
(先着順)▶申込：電話で地域子ども
家庭支援センター貫井☎3577-9820　
※保育室(6カ月以上の未就学児対
象。定員10名)を利用したい方は、
併せて申し込んでください。

ユニバーサルデザイン体験教室
　障害のある方との触れ合いを通し
て、ユニバーサルデザインについて
学びます。▶対象：小学4～6年生と
保護者▶日時：10月30日㈰Ⓐ午前9
時30分～正午Ⓑ午後1時30分～4時
▶場所：区役所本庁舎19階▶定員：
各10組（初めての方を優先の上、抽
選）▶申込：電話またはファクス、電
子メールで①催し名（ⒶⒷの別も）②
住所③お子さんの氏名（ふりがな）・
学校名・学年④電話番号⑤手話通訳
や要約筆記、点字資料の希望の有無
を、10月13日㈭までにひと・まち
づくり推進係☎5984-1296 FAX

5984-1214 Eメール tiikifukushi08@
city.nerima.tokyo.jp

講演会「学校や勉強が苦手な子
どもたちの進路選択～不登校経
験者のさまざまな進路について」
▶対象：中学生・高校生の保護者▶
日時：10月22日㈯午前10時～正午▶
場所：学校教育支援センター▶講師：
NPO法人まほろび理事長／守矢俊一
▶定員：30名(先着順)▶申込：電話ま
たは電子メールで①講演会名②氏名
③お子さんの年齢④電話番号⑤参加
人数を、同所☎6385-9911 Eメール
oubo＠city.nerima.tokyo.jp

スポーツ
区民体育大会　クレー射撃
▶対象：銃砲所持許可証をお持ちの
方▶日時：10月16日㈰午前8時30分
から　※受け付けは午前8時～9時。
▶場所：百穴射撃場（埼玉県吉見町）
▶内容：トラップ、スキート▶保険料
など：8,000円▶持ち物：銃砲所持許
可証▶申込：当日会場へ▶問合せ：ス
ポーツ振興課事業係☎5984-1947

  令和4年（2022年）9月21日 5区ホームページをご覧ください。講座などに参加する場合は、マスクを着用してください。


